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生きる 小児がん征圧キャンペーン 公演収益５０万円 竹下さんが寄託（竹下景子） 2017/12/1

毎日

朝刊

29 ３８０ 社会福祉

高齢者叙勲 瑞宝双光章（柳定雄氏）

2017/12/1

読売

朝刊

30 ０１０ 叙位叙勲

第１８回「大好き東村山写真コンクール」受賞作品の紹介

2017/12/1

市報ひがしむらやま

平成３０年４月認可保育施設の新規開設

2017/12/1

市報ひがしむらやま

2 ７００ 教育一般

映画「あん」凱旋上映会

2017/12/1

市報ひがしむらやま

7 ８２０ 映画・演劇・写真

平成史、お二人で足跡 「差別解消に力」「被災者寄り添う」両陛下ゆかりの人々
元ハンセン病患者の語り部 平沢保治さん

2017/12/2

朝日

朝刊

35 ３５１ ハンセン病

武蔵野うどん 味わう旅 観光推進協が来年企画 北多摩の郷土料理ＰＲ

2017/12/5

読売

朝刊

33 ５９０ 商工業

平昌へ挑む、スマイルＪ２３人 アイスホッケー女子（床亜矢可 床秦留可）

2017/12/7

朝日

朝刊

19 ８３０ スポーツ

「必ずメダル獲得」 ＩＨ女子代表発表（床亜矢可 床秦留可）

2017/12/7

毎日

朝刊

21 ８３０ スポーツ

スマイルＪ メダル誓う ２３選手発表 アイスホッケー（床亜矢可 床秦留可）

2017/12/7

読売

朝刊

23 ８３０ スポーツ

姉妹で五輪、夢が始まる アイスホッケー代表・床亜矢可、秦留可 平昌五輪

2017/12/8

朝日

朝刊

16 ８３０ スポーツ

映画「あん」舞台 東村山で上映会 ハンセン病元患者と人々の交流描く
来年１月７日 俳優らとトークショーも

2017/12/9

毎日

朝刊

27 ８２０ 映画・演劇・写真

地酒の味、合う料理紹介 利き酒ランチョンマット ４市で

2017/12/9

読売

朝刊

32 ５９０ 商工業

ＴＶ ＣＬＩＰ 週刊番組ガイド 美山加恋 素の自分出して“変身”

2017/12/10

産経

朝刊

1 ８００ 文化一般

絶滅危惧種の剥製、メルカリに出品

2017/12/12

産経

朝刊

26 ４２０ 事件・事故

メルカリに絶滅危惧種剥製

2017/12/12

東京

夕刊

6 ４２０ 事件・事故

高齢者施設で女性はねられ死亡

2017/12/13

朝日

朝刊

1 ﾍﾟｰｼﾞ

1,8 ８２０ 映画・演劇・写真

29 ４３０ 交通事故

見出し

掲載日

掲載紙

施設敷地で女性はねられ死亡

2017/12/13

東京

朝刊

20 ４３０ 交通事故

ぜんざい・お汁粉が人気「旅する小豆たち」 映画「あん」舞台、多磨全生園

2017/12/14

朝日

朝刊

28 ８２０ 映画・演劇・写真

マルシェ久米川 １７日で６周年

2017/12/14

読売

朝刊

28 ５００ 経済一般

「たのしむらやま」ＰＲ動画が完成

2017/12/15

東京

朝刊

22 ２００ 市政一般

ハンセン病題材 「あん」の上映会 東村山で来月７日

2017/12/15

読売

朝刊

28 ８２０ 映画・演劇・写真

映画館で東村山ＣＭ 特産など紹介 移住促す

2017/12/15

読売

朝刊

28 ２００ 市政一般

秋の叙勲 危険業務従事者叙勲

2017/12/15 市報ひがしむらやま

2 ０１０ 叙位叙勲

納税表彰

2017/12/15 市報ひがしむらやま

2 ２５０ 財政・税務

平成２９年市議会１２月定例会市長所信表明（要旨）

2017/12/15 市報ひがしむらやま

3 ２３０ 市政方針・計画

平成２８年度 決算の概要

2017/12/15 市報ひがしむらやま

4 ２５０ 財政・税務

財政健全化法に基づく財政指標

2017/12/15 市報ひがしむらやま

6 ２５０ 財政・税務

平成２９年度上半期（４月１日～９月３０日）の財政状況

2017/12/15 市報ひがしむらやま

6 ２５０ 財政・税務

文化 第１回笹本恒子賞に宇井真紀子さん

2017/12/18

産経

朝刊

17 ８２０ 映画・演劇・写真

水道施設の魅力発信 都、玉川上水など“７名所”選定

2017/12/19

産経

朝刊

23 ６５０ 上下水道

読書日記 著者のことば 大家さんと僕 矢部太郎さん 心温まる二人の交流

2017/12/19

毎日

夕刊

3 ８００ 文化一般

多摩ＹＣＰコンテスト 落合さん 最優秀賞（嵐田尚吉 塩田文夫）

2017/12/20

読売

朝刊

28 ８２０ 映画・演劇・写真

「緑の都市」イメージ 高架デザイン決定 西武線東村山駅

2017/12/21

東京

朝刊

26 ６２０ 交通・通信

戸惑い 転じて… 幸せな関係性 描く 芸人 矢部太郎さん

2017/12/25

東京

夕刊

5 ８００ 文化一般

ハンセン病施設「全生園」レストラン改装２年 地域のなごみの場に
東村山 店主、入院乗り越え抱負

2017/12/27

毎日

朝刊

21 ３５１ ハンセン病

2 ﾍﾟｰｼﾞ
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